
第８５回ニッケ全日本テニス選手県大会（第２４回秋田県予選会）仮ドロー

ディレクター　 松原巧
期日 平成22年9月4日（土）～5日（日）

会場 秋田県立中央公園テニスコート

受付終了時間 試合方法
4日 男女シングルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

男子ダブルス１Ｒ シングルスファイナルは、３タイブレイクセットマッチ

男子ダブルス２Ｒ
女子ダブルス１Ｒ
女子ダブルス２Ｒ

男子シングルス
1R 2R QF SF F SF QF 2R 1R

⑧16 高橋　浩平 (TEAM  C) 石垣諒 (ＳＣ) 32②

15 小野利英 (ユートピア) 伊勢　和幸 (秋田県庁テニス同好会) 31

14 柴田浩憲 (秋田県庁テニス同好会) 川村 高広 (TEAM-C) 30

13 佐藤耕樹 (横手ローンTC) 夏秋　英幸 (TDK) 29

12 金　宏 (北都銀行) 泉沢雄太郎 (商業高校) 28

11 山本　正実 (ＴＨＴＣ) 高橋雅樹 (フリー) 27

10 高橋智彦 (AAC) 井谷知量 (TDK) 26

③9 高橋航己 (ｔｅａｍＣ) 野中　隆 (ＳＣ) 25⑦

⑥8 鎌田　吉久 (TEAM C) 工藤龍仁 (テニスユニバース) 24④

7 吉岡　拓麿 (三菱マテリアル　テニス班) 佐藤弘幸 (TDK) 23

6 江森　哲也 (TEAM C) 水澤　拓哉 (秋田工業高校) 22

5 降矢　大悟 (テニスユニバース) 細谷隆太 (秋田県庁テニス同好会) 21

4 赤坂　朗 (TDK) 鳥井保 (チョッパーズ) 20

3 福田豊彦 (山王テニス倶楽部) 門間将 (JR東日本) 19

佐々木啓 (早稲田大学) 17⑤

2 佐々木菊広 (大曲ラブオール) 長井　健 (ルネッサンス) 18

8:40
11:30
12:00
11:30
12:00

①1 石井典明 (県大倶楽部)



女子シングルス
1R SF F

男子ダブルス
1R 2R SF F

女子ダブルス

4 佐藤　万峰 堀井　なつみ (聖霊高校)

②5 信田　怜奈 土田　万葉 (富士大学・早稲田大学)

2 小松　佳单 小松　理单 (ＳＣ・聖霊高校)

3 小笠原　紅 佐々木　紗恵子 (大館ローン・フリー)

②10 門間　将 高橋　智彦 （JR東日本・ＡＡＣ）

①1 中川　心 鳴海　舞子 (サンライズ)

8 佐々木　菊広 長井　健 （大曲ラブオール・ルネッサンス）

9 高橋　浩平 川村　高広 （TEAM  C）

6 古泉　聡 渡辺　克志 （TEAM　Ｃ・ＡＡＣ）

7 佐藤　弘幸 夏秋　英幸 （TDK）

4 吉岡　拓麿 細谷　隆太 （三菱マテリアル・県庁テニス同好会）

5 井谷　知量 斎藤　順 （TDK ）

（TEAM C）

2 赤坂　朗 小野　利英 （TDK・ユートピア）

3 江森　哲也 金　宏 （TEAM C・北都銀行）

②8 信田　怜奈 (富士大学)

①1 鎌田　吉久 高橋　航己

6 佐藤　万峰 (聖霊高校)

7 小松　理单 (聖霊高校)

4 堀井なつみ (聖霊高校)

5 土田　万葉 (早稲田大学)

①1 坂谷　泉 (園田学園女子大学)

2 ＢＹＥ

3 小松　佳单 (ＳＣ)



仮ドロー

取得
ゲーム率

佐藤　大樹 （ルネッサンス）
佐藤　広行 （ルネッサンス）

堀川　悠佑 （県立大学硬式テニス部）

佐々木　一平 （県立大学硬式テニス部）

竹田　和弘 （inty+）
村川　暁 （inty+）

石井　誠 （三種テニス協会）

杉山　徹則 （三種テニス協会）

取得
ゲーム率

鎌田　孝行 （フリー）
山内　圭一 （フリー）

貝沼　雄亮 （秋田市役所）
桜庭　竹士 （秋田市役所）

村岡　拓郎 （BacchuS TT）
長谷部　力 （BacchuS TT）

泉谷　忠司 （秋田石油備蓄テニス部）

高橋　卓士 （フリー）

取得
ゲーム率

加藤　徹 （泉ＴＣ）

那波　信太郎 （泉ＴＣ）

大坂　淳 （チョッパーズ）
神谷　豊 （チョッパーズ）

虻川　義孝 （北都銀行）
相場　敏博 （Ｌ＆Ｇ）

3

2

1

Ｃブロック 1 2 3 勝敗 順位

4

3

2

1

Ｂブロック 1 2 3 4 勝敗 順位

4

3

2

勝敗 順位

1

男子Ｂ級

Ａブロック 1 2 3 4

試合方法
　　　　　　　全ての試合を１セットマッチ，セミアドバンテージで行います
　　　　　　一般女子Ｃクラスダブルスは９月５日(日)に行います
　　　　　　順位決定トーナメントの準決勝・決勝は９月５日(日)に行う予定
　　　　　　　　　　（９月５日の日程は９月４日に発表します）

　１０：３０
　　　　　　　一般女子Ｂクラスダブルス

９月５日(日)
　　８：４０
　　　　　　　一般女子Ｃクラスダブルス

受付終了時刻
９月４日(土)
　　９：３０
　　　　　　　一般男子Ｂクラスダブルス
　　　　　　　一般男子Ｃクラスダブルス

第１回ＢＣ級オープンダブルステニス大会

期日：平成２２年９月４日(土)～５日(日)
会場：秋田県立中央公園テニスコート
　　　　　　(秋田市雄和)
ディレクター：鎌田真一
レフェリー　 ：工藤恵子



取得
ゲーム率

斎藤　慎 （フリー）
西本敏行 （フリー）

森田泰章 （県シニアテニス協会）

高橋　廣 （県シニアテニス協会）

中村浩文 （フリー）
不破彰也 （フリー）

進藤一弥 （Team Free Style）

保坂長寿 （Team Free Style）

取得
ゲーム率

檜山　正太郎 （フリー）
渡辺　悦史 （フリー）

伊藤　敦 （フリー）
小林良幸 （フリー）

佐藤雅也 （Team Free Style）

大庭健太 （Team Free Style）

栗田　　 初 Ｐ－３３
鶴岡　佑樹 Ｐ－３３

取得
ゲーム率

斎藤 貢 （フリー）
下村 毅 （フリー）

高橋 譲 （ＹＫＴＣ）
遠藤　紘 （ＹＫＴＣ）

三上邦光 （フリー）
斎藤浩二 （フリー）

取得
ゲーム率

冨岡　昂 （フリー）
藤澤　直弥 （フリー）

吉田　大輔 （フリー）
佐藤　一成 （フリー）

泉沢　聖二 （ＴＨＴＣ）
京野　仁彦 （ＴＨＴＣ）

取得
ゲーム率

伊勢　 　香 （フリー）
渡邊　智聖 （県庁テニス同好会）

今野　明美 （ユートピア）
福田　みどり （ルネッサンス）

古巣　修子 （チョッパーズ）
小松　奈緒 （チョッパーズ）

庄司 とも子 （ALTF）

松岡 菜穂子 （ALTF）

取得
ゲーム率

工藤　順子 （チョッパーズ）
能登谷美由起 （チョッパーズ）

萩庭さや香 （TEAM  C）
小畑　佳子 （フリー）

田口　敦子 （泉ＴＣ）
佐々木節子 （泉ＴＣ）

波多野久美子 （ＡＬＴＦ）
吉田　寿枝 （ＡＬＴＦ）

4

3

2

1

Ｂブロック 1 2 3 4 勝敗 順位

4

3

2

順位

1

女子Ｂ級

Ａブロック 1 2 3 4 勝敗

3

2

1

Ｄブロック 1 2 3 勝敗 順位

3

2

1

Ｃブロック 1 2 3 勝敗 順位

4

3

2

1

Ｂブロック 1 2 3 4 勝敗 順位

4

3

2

順位

1

男子Ｃ級

Ａブロック 1 2 3 4 勝敗



取得
ゲーム率

志茂田真弓 （大曲ラブオール）

滝　 佳桜子 （大曲ラブオール）

斎藤真知子 （フリー）
下村知恵子 （フリー）

泉谷未知子 （チョッパーズ）
高橋　 晶子 （チョッパーズ）

3

2

順位

1

女子Ｃ級

1 2 3 勝敗



第１回ベテランオープンダブルス大会 仮ドロー

期日 平成22年9月5日（日） ディレクター 鎌田真一
会場 秋田県立中央公園テニスコート レフェリー 逸見彰彦

受付終了時間 8:40

男子40才 Aブロック 1 2 3 4 勝敗 ゲーム数 順位

1 小場　和之　 相川　英夫

ユートピア KC’S

2 加藤　真人 伊藤健二郎

泉TC 県大倶楽部

3 小松　芳英 佐藤　宏之

THTC THTC

4 浅利　貢　 杉林　正光

鹿角TC 鹿角TC

男子40才 Bブロック 1 2 3 勝敗 ゲーム数 順位

1 田中　英樹 伊藤　和彦

KC’S KC’S

2 相原　朝男 安藤　欣也

THTC THTC

3 榊田　隆文 逸見　彰彦

ルネッサンス フリー

Aブロック1位 A-3

Bブロック2位 B-3

Aブロック2位 A-4

Bブロック1位

男子50才 1 2 3 4 5 勝敗 ゲーム数 順位

1 西川　裕之 高橋　明久

泉TC 横手LTC

2 佐藤　豪 三浦　茂

雄和TC 雄和TC

3 三吉　一光 足利　徹

県大倶楽部 サンライズ

4 安倍　明義 工藤　重己

チョッパーズ チョッパーズ

5 高橋　健一 湯沢　俊一

鹿角TC 鹿角TC

女子40才 1 2 3 勝敗 ゲーム数 順位

1 大沼　留美子 信田　雅子

泉TC AAC

2 三浦　しずか 田中　優子

ALTF 横手LTC

3 小山　みづほ 奥山　玲子

横手LTC 横手LTC

8ゲームプロセットマッチ

8ゲームプロセットマッチ

1セットマッチ、セミアド

1セットマッチ、セミアド


